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＜ ステップ １＞ ～ＩＤ・パスワードの取得～ 
１．更新確認書とともにお客様へお送りしたチラシに記載のＵＲＬにアクセス 
  いただき、ユーザー情報を登録しＩＤを取得していただきます。 
２．お客様がご指定されたメールアドレスに「更新手続きのお知らせメール」 
  と「パスワード発行通知メール」が自動送信されます。 
 

＜ ステップ ２＞ ～契約更新手続き～ 
１．自動送信された「更新手続きのお知らせメール」に記載のＵＲＬにアクセス 
   し、取得したＩＤ・パスワードでログインをしていただきます。 
２．更新する契約をご選択の上、必要に応じてお客様情報の更新、契約条件の 
  変更等を行い、更新手続きを行っていただきます。 
 

＜全体の流れ＞ 

具体的な手続き方法に関しましては、次ページ以降をご参照ください。 



＜ ステップ １＞ ＩＤ・パスワード取得 ① 

• 更新確認書とともにお客様へお送りした、チラシに記載のＵＲＬにアクセスしてください。 

• 当社の個人情報の取扱いに関するご説明に、同意をいただく必要があります。 

個人情報の取扱いに関するご説明をお
読みいただき、 
「同意する」をクリックしてください。 



• お客様の契約を特定するための情報をご入力いただきます。 

＜ ステップ １＞ ＩＤ・パスワード取得 ② 

お客様の氏名・住所を
ご入力ください。 

ご入力後、「次
へ」をクリックし
てください。 

下記のいずれかを選択
し、ご入力ください。 
 
1.証券番号 
2.登録番号(車両番号) 
 および満期日 
3.登録番号(車両番号) 
 および生年月日 



• お客様にご自身のメールアドレスをご登録いただきます。 

＜ ステップ １＞ ＩＤ・パスワード取得 ③ 

お客様のメールアドレ
スをご入力ください。 

ご入力後、「次
へ」をクリックし
てください。 



• 手続き完了となった時点で、「更新手続きのお知らせメール」と「パスワード通知メール」が自
動送信されます。 

＜ ステップ １＞ ＩＤ・パスワード取得 ④ 

XXXXXX 

taro.tokai@xxx.co.jp 

トウカイタロウ 

ご確認後、「終了」を
クリックしてください。 

ＩＤを必ず 
お控えください。 

ご契約者氏名、
メールアドレスを
ご確認ください。 



• 満期月３ヶ月前までに登録完了された場合、以下の画面が表示されます。 
• この場合、登録完了された時点では「更新手続きのお知らせメール」と「パスワード発行通知

メール」は送信いたしません。 
• インターネットでのお手続きが可能となる満期月２ヶ月前となった時点で、メールを自動送信

いたしますので、今しばらくお待ちください。 

＜ ステップ １＞ ＩＤ・パスワード取得 ⑤ 

XXXXXX 

トウカイタロウ 

taro.tokai@xxx.co.jp 



• お客様に満期をご案内する「更新手続きのお知らせメール」「パスワード発行通知メール」をご登
録のメールアドレスにお届けします。   

• お客様にはリンク先にアクセスしていただきます。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ① 

自動車保険更新手続きのお知らせ 
 
東海 太郎様 
いつもお世話になっております。○○保険です。 
 
先程は自動車保険の更新手続き事前登録を行っていただき、ありがとうございました。 
 
現在ご契約いただいております自動車保険の満期日はX月X日です。 
この機会に、ご契約内容をさらに充実させることができるおすすめプランのご案内をさせていただきます。是非ご検討のうえ、引き続きご契約くださいますようお願い申し上げます。 
 
インターネットでの更新のお手続きは、下記URLをクリックしてください。 
http://shokuiki.tmn-agent.com/............/XXX/index1.html 
お手続きに必要なパスワードは、別のメールでお送りしております。 
パスワードメールが届かない場合は、下記までご連絡ください。 
 
◆お手続き期間 ：満期日の前前日まで 
◆ご利用時間  ：毎日６：００－翌朝４：００(日曜・祝日を含みます) 
 
※ご契約を更新していただく場合には、所定のお手続きが必要となります。  
   ただし、万が一ご契約者とご連絡がとれず、ご契約者から通知締切日(満期日)までに更新されない旨のお申出がない場合は、 
 「保険契約の更新に関する特約」   および「自動車補償の更新に関する特約」にもとづき、更新前のご契約と同様のご契約内容にて 
 ご契約を「しっかり」自動更新(更新バックアップ)します。 
 
※ブラウザがInternet Explorer 5.5以上、9.0以下でない場合、上記URLからはアクセスできません。 
 上記URLからアクセスできない場合は、下記までご連絡ください。 
 
※お客様がご利用のメーラーによっては、メールを受信できない場合や、 通常の受信フォルダではなく迷惑メールフォルダ等に届く場合がございます。 
   「自動車保険更新手続きのお知らせメール」「パスワード発行通知メール」の２通が届かない場合には、お手数ですが下記までご連絡ください。 
 
また、本件にお心当たりの無い方、本件についてのお問い合わせは、お手数ですが下記までご連絡ください。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
○○保険 
XXX@XXX.co.jp 
03-1111-2222 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

お知らせメールを受信したら、
リンク先ＵＲＬにアクセス 
してください。 



• 「更新手続きのお知らせメール」に記載されているURLにアクセス頂くと、認証画面となります。    
• 取得したＩＤと、「パスワード発行通知メール」でお知らせしたパスワードをご入力いただきます。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ② 

取得したＩＤと 
パスワードをご入力ください。
入力後、「次へ」を 
クリックしてください。 

パスワード５回誤りでロックが
かかりますのでご注意ください。 



• 仮パスワードを入力後、本パスワードに変更していただく入力画面となります。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ③ 

「パスワード発行通知メー
ル」に記載の仮パスワード
と、新しいパスワードを 
ご入力ください。 
入力後、「ＯＫ」を 
クリックしてください。 



・ 更新となるご契約の一覧が表示されます。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ④ 

中略 

お手続きをされる場合は
「お手続きへ」を 
クリックしてください。 

東海 太郎 



• 当社の個人情報の取扱いに関するご案内に同意いただきます。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑤ 

中略 

中略 
内容をご確認のうえ、
「同意する」を 
クリックしてください。 



• 団体扱自動車保険の適用範囲のご確認画面となります。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑥ 

中略          

ご契約に関する１～５の確
認項目について、該当する
丸ボタンにチェック 
してください。 
最後に「次へ」を 
クリックしてください。 
 

「団体扱の適用範囲」につ
いて、必ずご確認ください。 
ご所属の企業等の「団体扱
の適用範囲」に該当しない
場合、お手続き頂くことが
できません。 



• ご住所等の情報を確認・変更することが可能です。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑦ 

taro.toukai@XXX.ne.jp 

taro.toukai@XXXX.jp 

中略 

氏名をご確認のうえ、 
生年月日・住所等の変
更がある場合はご入力
ください。 
入力後、「次へ」を 
クリックしてください。 

「Ｅメールにコピー」
ボタンを押下すると、
黄色枠内のメールアド
レスが、必須欄にコ
ピーされます。 



• お車・免許証の情報を確認いただく画面となります。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑧ 

 
取扱代理店 
○○保険サービス 
 
電話番号 03-XXXX-
XXXX 
E-mail XXX@XXX.co.jp 
受付時間 ＸＸＸ-ＸＸＸ 
（土日休業） 

中略 

免許証、お車の情報をご
確認ください。 
入力後、「次へ」をク
リックしてください。 



• 運転者の情報を確認いただく画面となります。 

運転者の範囲 
と年齢条件を 
指定すると 

補償範囲を 
表示します 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑨ 

中略 

お車を運転される
方の情報をご入力
ください。 
入力後、「次へ」
をクリックしてく
ださい。 



• ご契約にあたっての質問画面となります。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑩ 

質問に該当する場合は
チェックを入れてくだ
さい。 
該当しない場合は、 
そのまま「次へ」を 
クリックしてください。 



• 補償条件を変更できる画面となります。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑪ 

中略 

中略 
確認・変更が完了したら、
お申込みされたいプラン
の「申込」ボタンをク
リックしてください。 
 

補償内容を変更する 
場合は「変更」を 
クリックしてください。 

 
取扱代理店 
○○保険サービス 
 
電話番号 03-XXXX-XXXX 
E-mail XXX@XXX.co.jp 
受付時間 ＸＸＸ-ＸＸＸ 
（土日休業） 



• ご契約のしおり（約款）の閲覧方法をお選びいただく画面となります。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑫ 

中略 

中略 

ご契約のしおり 
（約款）、ご契約内容
について選択し、 
「次へ」をクリック 
してください。 



• ご契約内容を確認の上、お申込みいただく最終画面となります。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑬ 

お客様のご契約内
容を、再度 
確認してください。 

中略 

中略 

「パンフレット
兼重要事項説明
書」をご確認後、 
｢同意して申込
む｣をクリックし
てください。 

 
取扱代理店 
○○保険サービス 
 
電話番号 03-XXXX-
XXXX 
E-mail 
XXX@XXX.co.jp 
受付時間 ＸＸＸ-ＸＸＸ 
（土日休業） 



• 「同意して申込む」ボタンをクリックされますと、ご契約の成立画面となります。 
• 再度、成立したご契約内容をご確認いただくことが出来ます。 

＜ ステップ ２＞ 契約更新手続き ⑭ 

ご契約が成立しました。
ご契約の証券番号が表示
されます。 

中略 

「更新契約内容はこち
ら」をクリックいただ
くと、ご契約いただい
た内容を確認すること
ができます。 
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